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日付 種目

山田　琉生(4) 14.26 林　佑有(4) 14.47 武藤　壮太(4) 14.63 塘　六偉人(4) 14.74 山田　竜摩(4) 14.96 渡邊　璃久(4) 15.15 高野　蓮(4) 15.39 小川　大馳(4) 15.55
浦安ジュニアアスリートクラブ ima kids 八街市立八街北小学校 流山市立江戸川台小学校 ima kids みちるアスリートクラブ 小見川陸上クラブ ウイニングファーストＡＣ
ハッサン　アイマーヌ(5) 13.07 篠原　輝(5) 13.92 舘　侑規(5) 13.92 野田　七星(5) 14.14 藤平　庵慈(5) 14.21 菅澤　憲斗(5) 14.21 布留川　慧大(5) 14.26 西澤　悠貴(5) 14.52
みちるアスリートクラブ クレンサアスリートクラブ 流山市立江戸川台小学校 野田ジュニア陸上クラブ フジエクラブ クレンサアスリートクラブ ACさんむ 市川陸協Jｒ．クラブ
栗原　青空(6) 12.35 福田　孝汰(6) 12.68 水上　　信之介(6) 12.71 加瀬　凛太郎(6) 12.84 鈴木　涼太(6) 12.94 岩田　　竜虎(6) 12.97 對馬　玲(6) 13.04 本間　蓮(6) 13.05
チーム柏 我孫子市立湖北小学校 野田ジュニア陸上クラブ ACさんむ みちるアスリートクラブ 白井アスレチックアカデミー みちるアスリートクラブ 館山ジュニア陸上クラブ
井上　陸斗(6) 3:01.63 梶原　慎司(6) 3:02.39 渡邉　樹(6) 3:02.43 松村　達也(6) 3:02.87 佐藤　優太(6) 3:04.39 内田　温規(6) 3:05.17 谷田部　來愛(5) 3:05.20 永峰　陽彩(6) 3:05.27
チーム柏 東葛RC チーム柏 土気アスリートクラブ 流山市立流山小学校 野田ジュニア陸上クラブ 小見川陸上クラブ 土気アスリートクラブ
みちるアスリートクラブ 50.17 白井アスレチックアカデミー 51.38 ACさんむ 52.62 クレンサアスリートクラブ 52.79 野田ジュニア陸上クラブ 55.00 ima kids 55.36 いんばジュニア 55.74 我孫子市立我孫子第四小学校A 56.08
柄澤　修太(6) 竹本　　磨生(6) 布留川　慧大(5) 吉戒　凌(6) 坂本　空斗(6) 植木　琥生(5) 峰村　漱佑(5) 寺田　雄太郎(6)
鈴木　涼太(6) 岩田　　竜虎(6) 釜形　彩矢人(6) 篠原　輝(5) 水上　　信之介(6) 平野　巧稀(6) 戸村　優太(6) 鈴木　尋翔(6)
對馬　玲(6) 中島　　勇大(6) 秋山　優吾(6) 山口　翔太(6) 倉部　翔輝(5) 齋藤　結輝(6) 吉川　弘晟(6) 矢島　伸一(6)
ハッサン　アイマーヌ(5) 笹　　優輝(6) 加瀬　凛太郎(6) 田中　芭空(6) 金子　智哉(6) 伊藤　佑希(6) 飯塚　健介(6) 長潟　航(6)
水上　はる(6) 1m42 鵜澤　光佑(6) 1m39 平野　巧稀(6) 1m33 竹田　陵馬(6) 1m25 高島　太一(5) 1m25 中下　丈一(6) 1m25 高橋　星河(6) 1m25 幡野　颯悟(5) 1m20
習志野ベイサイドスポーツクラブみちるアスリートクラブ ima kids 浦安ジュニアアスリートクラブ 成田陸上クラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ 白井アスレチックアカデミー 我孫子市立新木小学校
四野宮　希歩(6) 5m12(+0.2) 笹　　優輝(6) 5m03(+1.7) 伊藤　佑希(6) 4m85(+1.8) 武岡　世航(6) 4m69(+2.5) 髙橋　大翔(6) 4m67(+1.4) タネル　龍志(6) 4m64(+0.3) 寺田　雄太郎(6) 4m58(+1.8) 長尾　拓斗(6) 4m43(+1.3)
流山市立鰭ヶ崎小学校 白井アスレチックアカデミー ima kids 浦安ジュニアアスリートクラブ 公認4m63(+1.5) 我孫子市立新木小学校 みちるアスリートクラブ 我孫子市立我孫子第四小学校クレンサアスリートクラブ
長谷川　玄(6) 12.86 齋藤　結輝(6) 13.38 吉川　弘晟(6) 13.44 関根　温生(6) 13.68 生貫　雄悟(6) 13.92 浅沼　魁一(6) 14.02 渡邉　悠(5) 14.28 関　優太(5) 14.28
小見川陸上クラブ ima kids いんばジュニア 流山市立南流山小学校 勝浦市立郁文小学校 法典陸上クラブ いんばジュニア 勝浦市立郁文小学校
大江　陽斗(6) 53m85 宮下　輝一(5) 48m16 上野　恒明(6) 46m41 齋藤　悠太郎(6) 42m84 山中　銀太(6) 42m23 長岐　亮佑(6) 42m16 宮内　駿汰(5) 36m22 綿　勇人(4) 35m88
いんばジュニア GR ima kids 流山市立江戸川台小学校 いんばジュニア 我孫子市立我孫子第四小学校法典陸上クラブ ima kids いんばジュニア
山﨑　蒼海(4) 14.78 佐藤　鈴音(4) 14.93 塚本　菜月(4) 15.30 上原　颯夏(4) 15.32 大窪　紗季(4) 15.38 眞壁　杏果(4) 15.51 武内　こまち(4) 15.74 高橋　あおい(4) 15.77
ima kids ウイニングファーストＡＣ 小見川陸上クラブ 流山市立流山小学校 我孫子市立我孫子第四小学校浦安ジュニアアスリートクラブ 小見川陸上クラブ 我孫子市立我孫子第四小学校
高橋　結愛(5) 13.85 山田　姫蘭(5) 13.91 千葉　有彩(5) 14.20 佐山　凛香(5) 14.51 高橋　愛音(5) 14.69 金﨑　　美羽(5) 14.71 金杉　虹杏(5) 14.71 谷野　沙英(5) 14.85
ima kids ima kids ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ ima kids 成田吾妻ミラクルクラブ 白井アスレチックアカデミー ウイニングファーストＡＣ 市川陸協Jｒ．クラブ
笠野　　心結(6) 13.13 宇山　理央(6) 13.16 坂本　渚咲(6) 13.27 亀山　美南(6) 13.58 古谷　奈々(6) 13.68 オビアコ　慈那(6) 13.84 鈴木　麗(6) 13.88 小林　桃(6) 13.92
白井アスレチックアカデミー みちるアスリートクラブ 野田ジュニア陸上クラブ チーム柏 チーム柏 みちるアスリートクラブ 船橋陸上クラブ ウイニングファーストＡＣ
今西　紗世(6) 3:01.26 椎名　恵(6) 3:06.53 大畑　希來(6) 3:10.84 大図　希々(6) 3:12.07 大森　美咲(6) 3:12.12 杉山　雫(6) 3:12.73 石川　舞桜(5) 3:13.73 池澤　茜(6) 3:14.47
東葛RC GR ima kids チーム柏 白井アスレチックアカデミー 我孫子市立我孫子第四小学校東葛RC フジエクラブ チーム柏
みちるアスリートクラブ 52.90 白井アスレチックアカデミー 53.47 ima kids-A 53.56 チーム柏 54.05 ima kids-B 55.01 ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ-A 55.38 野田ジュニア陸上クラブA 55.65 流山市立鰭ヶ崎小学校 56.16
美代　妃美莉(6) GR 小林　　卯乃(6) 飯島　香撫(6) 手島　恋雪(6) 山田　姫蘭(5) 千葉　有彩(5) 石原　佳奈(6) 渡邊　陽南(6)
宇山　理央(6) 宮野原　　彩芽(6) 伊藤　遥香(6) 亀山　美南(6) 箕輪　彩星(6) 井合　芽依(6) 坂本　渚咲(6) 宮田　悠里花(6)
唐橋　柚依花(6) 石川　　愛奈(6) 伊藤　麻紗(6) 大関　芽唯(5) 長谷川　愛良(5) 鹿野　紗菜(6) 武藤　真彩(5) 廣瀧　彩野(6)
オビアコ　慈那(6) 笠野　　心結(6) 高橋　結愛(5) 古谷　奈々(6) 椎名　恵(6) 林田　陽菜花(6) 鈴木　まひる(6) 手塚　なみ(6)
小野　啓里(5) 1m25 大木　愛結実(6) 1m20 栗原　莉央(6) 1m20 福崎　心菜(6) 1m20 西田　有依里(6) 1m15
富津ふれあいジュニア陸上競技クラブima kids 成田陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー  佐倉市立小竹小学校

橋本　美結(5) 1m15
佐倉市立小竹小学校
中島　璃央那(6) 1m15
雅之 鈴木 アスリート クラブ
香取　那菜(6) 1m15
白井アスレチックアカデミー

飯島　香撫(6) 4m88(+3.1) 長谷川　愛良(5) 4m77(+1.6) 美代　妃美莉(6) 4m67(+4.2) 上原　凜音(6) 4m48(+1.3) 河野　珠奈(6) 4m36(+1.7) 今城　穂乃香(6) 4m27(+0.8) 髙橋　のあ(6) 4m13(+3.7) 小笠原　花音(6) 4m08(+1.4)
ima kids 公認4m63(+1.5) ima kids みちるアスリートクラブ 公認4m33(+1.8) 流山市立流山小学校 白井アスレチックアカデミー 流山市立流山小学校 雅之 鈴木 アスリート クラブ 公認3m89(+0.8) クレンサアスリートクラブ
伊藤　遥香(6) 12.92 加藤　雅姫(6) 13.18 伊藤　麻紗(6) 13.22 箕輪　彩星(6) 13.40 林田　陽菜花(6) 13.50 西村　彩萌(6) 13.55 手塚　なみ(6) 13.68 磯部　多蒔(6) 13.94
ima kids GR 流山ホークアイ ima kids ima kids ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ 我孫子市立新木小学校 流山市立鰭ヶ崎小学校 流山市立南流山小学校
土屋　美潤(6) 48m79 髙山　和花(6) 46m58 白川　真帆(6) 39m79 齋藤　菜柚(6) 37m72 日比生　希実(5) 29m02 諸岡　紗空(4) 27m05 清水　柚来(4) 26m78 吉川　実花(6) 21m97
ima kids GR いんばジュニア GR 市川陸協Jｒ．クラブ いんばジュニア ima kids クレンサアスリートクラブ いんばジュニア 我孫子市立我孫子第四小学校

凡例  GR:大会記録  : 

10月14日
共通女子ジャベリックボール

投

10月14日 共通女子走幅跳

10月14日
共通女子80mH 

風：+0.5

10月14日 共通女子走高跳

10月14日 共通女子1000m

10月14日 共通女子4X100mR

10月14日
小学５年女子100m 

風：+0.3

10月14日
小学６年女子100m 

風：+0.3

10月14日
共通男子ジャベリックボール

投

10月14日
小学４年女子100m 

風：+0.1

10月14日 共通男子走幅跳

10月14日
共通男子80mH 

風：+0.7

10月14日 共通男子4X100mR

10月14日 共通男子走高跳

10月14日
小学６年男子100m 

風：+0.5

10月14日 共通男子1000m

8位

10月14日
小学４年男子100m 

風：+0.6

10月14日
小学５年男子100m 

風：+0.4
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2018/10/14 ～ 2018/10/14
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